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別記様式第 1 号 別添 

浜の活力再生プラン 
 
１ 地域水産業再生委員会 

 

再生委員会の構成員 田野畑村漁業協同組合、田野畑村 

オブザーバー 岩手県（沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センタ－） 

※再生委員会の規約及び推進体制の分かる資料を添付すること 

 

対象となる地域の範囲及び

漁業の種類 

・地域：田野畑村沿岸全域（田野畑村漁協所管域） 

・漁業者数：296 名（正組合員 254 名、准組合員 42 名） 

・世帯数：252 戸 

・漁業の種類 ：採介藻漁業         296 名 

       ：わかめ・こんぶ養殖業      33 名 

       ：定置網漁業                 46 名 

 ※策定時点で対象となる漁業者数も記載すること 

 
２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

田野畑村は面積 156.19 平方㎞、人口 3,633 人、世帯数 1,445 世帯（平成 27 年 11 月 1 日）で

南と西側は岩泉町に、北側は普代村に接している。 

田野畑村漁協の漁業地区では、北山・机地区が机漁港、明戸・羅賀（北）地区が羅賀漁港、和

野・羅賀（南）地区が平井賀漁港、切牛・島越地区が島越漁港を利用して海藻養殖業（わかめ・

こんぶ）、採介藻漁業（あわび・うに等）、沿岸漁船漁業（延縄・刺網・篭・イカ釣り等）及び定

置網漁業が営まれている。また、島越港には田野畑村漁協魚市場を開設しており、定置網漁業、

漁船漁業の水揚を行っている。田野畑村漁協の沿岸漁船漁業及び定置網漁業の主な漁獲物は、秋

サケ、ブリ、ヒラメ、マグロ、カレイ類等となっている。 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による大津波で、わかめ・こんぶ養殖施設や漁船、

漁港、組合事務所等、水産業関連施設は壊滅的な被害を受けた。また島越・羅賀地区の漁業集落

では家屋・倉庫等の流出が甚大であった。震災後漁協は震災を免れた漁船を利用して天然ワカメ

の共同採取を行ない、うに・あわび漁は繁殖保護の観点及び漁船の現有状況を考慮し休業するこ

ととし、同年 11 月には一部定置網漁業を再開し魚市場を開場した。 

震災後の平成 23 年度から平成 26 年度に共同利用漁船等復旧支援事業、水産業経営基盤復旧支

援事業、水産業共同利用施設復旧支援事業等で漁船整備、わかめ・こんぶ養殖施設、生産物加工
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施設、倉庫並びに各施設、機械装置等の整備が図られたことで、わかめ・こんぶ養殖業、定置網

漁業、採介藻漁業及び漁船漁業が再開された。 

なお、当地区の水産業を取り巻く環境については、高齢化による漁業者の減少や後継者不足な

どの大きな問題を抱えており、依然として厳しい状況が続いている。 

また、養殖業では、養殖塩蔵ワカメの異物混入等による価値の低下が問題となっており、早期

の改善が不可欠である。 

採介藻漁業については、震災後にアワビの種苗を少量しか放流できなかったことから、今後の

アワビ資源の減少が危惧されている。 

定置網漁業については、震災後回帰率が低下している秋サケをはじめ、その他魚種についても

資源が減少しており、漁業収入は低下している。 

一方、燃油価格や資材価格は高騰により漁業経費は増大しており、漁家経営の安定は図られて

いない状況である。 

以上のことから、当該地区は、漁業者の取得向上を図り、経営を安定化させる取組が必要不可

欠である。 

 

 
（２）その他の関連する現状等 

平成 23 年 3 月 11 日に東日本大震災大津波により、田野畑村では、村民の死者・行方不明者

39 名、全壊流出等の被災住家 274 棟のほか、漁港、漁船漁具、道路、三陸鉄道、上下水道施設

などが流出損壊し、被害額は 280 億円超（平成 23 年 9 月 20 日現在）となった。 

水産業が基幹産業である田野畑村は、震災後に「水産業の速やかな再建」を掲げ、（１）漁港

施設等の復旧、（２）村漁業協同組合の再建、（３）漁船漁具の調達、（４）定置網、養殖施設等

の復旧、（５）漁業施設の復旧、（６）漁業資源の回復、（７）新しい漁業形態の検討、（８）水産

物付加価値化の促進、（９）水産業と観光業の連携、（10）水産業振興を支える漁港機能の向上を

中心に被災以前の活力を回復させながら、水産業のより一層の発展に取り組んでいる。 

田野畑村の災害復興計画は平成 23 年度からおおむね５年間で復興する姿を見据えており、計

画および事業実施にあたっては、「緊急」、「短期」、「中期」に取り組むべき事業を明示し、効果

的かつ戦略的に事業を展開することで「未来に向けた復興」に取り組んでいる。 

 
３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

田野畑村の基幹産業である水産業の中で、養殖業、採介藻漁業および定置網漁業での所得向上

を図り、経営を安定化させるために、漁協および全漁業者は以下の対策に取り組む。 

 
○漁業収入向上のための取組 

①養殖ワカメの品質向上 
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②アワビの種苗放流方法の見直しによる生産量の増加 

③ウニの資源状況の把握と資源状況に応じた漁獲の実施 

④定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 

⑤サケの健苗種苗の計画的放流によるサケ漁獲量の増加 

これらの取組により、資源増大やさらなる高付加価値化を図る。 

 
○漁業コスト削減のための取組 

①漁業経営セーフティネット構築事業の加入促進 

②省燃油航行の推進 

③省エネ推進機関への機関換装の推進 

 これらの取組により、原油価格高騰に備えるとともに燃油消費量の削減を図る。 

 
（２）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

漁獲努力の削減等に向けて、漁協及び全漁業者は以下のとおり取り組む。 

・「海洋生物資源への保存及び管理に関する法律」の遵守 

・「岩手県資源管理指針」を遵守した資源管理の確実な履行 

・「岩手県漁業調整規則」の遵守 

・「岩手県サケ資源回復計画」の推進 

・必要に応じた自主的資源管理の推進 

 ※プランの取組に関連する漁業調整規則や漁業調整委員会指示等について記載する。 

 
（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

 １年目（平成 27 年度） 

  以降、以下の取組については、毎年の取組の進捗状況や成果等を踏まえ、段階的に対策範囲

を拡大するなど、必要に応じた見直しを行いつつ関係者が一丸となって取り組む。 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取り組みにより、漁業収入を基準年から 26.0％増加させる。 

①養殖ワカメの品質向上 

ワカメ養殖業者は、省力・高効率化装置である高速撹拌塩漬装置「しお

まる君」
※
の利用にあたり、マニュアル遵守の徹底、異物混入の恐れが少な

い資材（目の細かい網）の利用等により、塩蔵ワカメの品質向上と均質化

を図ることにより、単価向上、生産金額の増加を図る。 

※県と地元企業が共同開発した飽和塩水槽内でワカメの塩蔵加工を短時間で

行う機械 

②アワビの種苗放流方法の見直しによる生産量の増加 

採介藻漁業者は、岩手県の指導のもと、震災によるアワビ種苗放流の中

断の影響（アワビ資源量の減少）が危惧されることを踏まえ、今まで一部
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の潜水放流だったアワビの種苗放流方法を全量潜水放流に見直すことによ

り種苗放流効果を向上させ、アワビの生産量と額の増加を図る。 

③ウニの資源状況の把握と資源状況に応じた漁獲の実施 

採介藻漁業者は、ウニの資源状況調査を実施し、資源状況に応じて採取

回数を多くしてウニを積極的に採取することにより、ウニの生産量を増加

させるとともに、漁場管理に資する。 

④定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 

漁協は、自営定置網の漁獲物について、神経抜き、血抜き等の処理、箱

詰等を行い、高鮮度出荷を行なうことで付加価値向上を図る（初年度はマ

グロの神経抜を試験的に実施）。 

⑤サケの健苗種苗の計画的放流による漁獲量の増加 

漁協は、震災によるサケ種苗放流数減少の影響（サケ回帰尾数の減少）が

平成 25 年度から見え始めていることを踏まえ、高度な生産技術を有する

種苗生産技術者（ふ化場経験 33 年、内 23 年ふ化場長として勤務経験）

を漁協のさけふ化場に招聘し、種苗生産技術の向上を図ることでサケ健苗

種苗を計画的に放流し、このことにより定置網のサケの漁獲量と漁獲金額

の増加を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取り組みにより、燃油経費を中心とした漁業経費を基準年から 0.1％削

減する。 

①漁業経営セーフティネット構築事業の加入促進 

漁協は漁業経営セーフティネット構築事業の加入を促進し、原油価格高

騰に備える。 

②省燃油航行の推進 

全漁業者は船底、プロペラの定期的な清掃を行い、海水の抵抗を減らす

ことで燃油の削減を図る。 

全漁業者は減速航行（現行速度から１ノット減速）により、燃油消費量

の削減を図る。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティネット構築事業（国） 

 

 
 ２年目（平成 28 年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取り組みにより、漁業収入を基準年から 23.8％増加させる。 

①養殖ワカメの品質向上 

ワカメ養殖業者は、省力・高効率化装置である高速撹拌塩漬装置「しお

まる君」の利用にあたり、マニュアル遵守の徹底、異物混入の恐れが少な

い資材（目の細かい網）の利用等により、塩蔵ワカメの品質向上と均質化
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を図ることにより、単価向上、生産金額の増加を図る。 

②アワビの種苗放流方法の見直しによる生産量の増加 

採介藻漁業者は、岩手県の指導のもと、震災によるアワビ種苗放流の中

断の影響（アワビ資源量の減少）が危惧されることを踏まえ、今まで一部

の潜水放流だったアワビの種苗放流方法を、前年度に全量潜水放流に見直

したが、その効果を検証しつつ、今年度も全量潜水放流を実施し、アワビ

の生産量と額の増加を図る。 

③ウニの資源状況の把握と資源状況に応じた漁獲の実施 

採介藻漁業者は、ウニの資源状況調査を実施し、資源状況に応じて採取

回数を多くしてウニを積極的に採取することにより、ウニの生産量を増加

させるとともに、漁場管理に資する。 

④定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 

漁協は、自営定置網の漁獲物について、前年度のマグロでの試験的実施

の効果を検証しつつ、神経抜き、血抜き等の処理、箱詰等を行い、高鮮度

出荷を行なうことで付加価値向上を図る。実施対象魚種については、前年

度の結果を踏まえ状況に応じて増やしていく。 

⑤サケの健苗種苗の計画的放流による漁獲量、金額の増加 

漁協は、震災によるサケ種苗放流数減少の影響（サケ回帰尾数の減少） 

が平成 25 年度から見え始めていることを踏まえ、高度な生産技術を有する

種苗生産技術者（ふ化場経験 33 年、内 23 年ふ化場長として勤務経験）を

漁協のさけふ化場に招聘し、種苗生産技術の向上を図ることでサケ健苗種

苗を計画的に放流し、このことにより定置網のサケの漁獲量と漁獲金額の

増加を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取り組みにより、燃油経費を中心とした漁業経費を基準年から 0.1％削

減する。 

①漁業経営セーフティネット構築事業の加入促進 

漁協は漁業経営セーフティネット構築事業の加入を促進し、原油価格高

騰に備える。 

②省燃油航行の推進 

全漁業者は船底、プロペラの定期的な清掃を行い、海水の抵抗を減らす

ことで燃油の削減を図る。 

全漁業者は減速航行（現行速度から１ノット減速）により、燃油消費量

の削減を図る。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティネット構築事業（国） 
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 ３年目（平成 29 年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取り組みにより、漁業収入を基準年から 32.4％増加させる。 

①養殖ワカメの品質向上 

ワカメ養殖業者は、省力・高効率化装置である高速撹拌塩漬装置「しお

まる君」の利用にあたり、マニュアル遵守の徹底、異物混入の恐れが少な

い資材（目の細かい網）の利用等により、塩蔵ワカメの品質向上と均質化

を図ることにより、単価向上、生産金額の増加を図る。 

②アワビの種苗放流方法の見直しによる生産量の増加 

採介藻漁業者は、岩手県の指導のもと、震災によるアワビ種苗放流の中

断の影響（アワビ資源量の減少）が危惧されることを踏まえ、これまでの

全量潜水放流の効果を検証しつつ、今年度も全量潜水放流を実施し、アワ

ビの生産量と額の更なる増加を図る。 

③ウニの資源状況の把握と資源状況に応じた漁獲の実施 

採介藻漁業者は、ウニの資源状況調査を実施し、資源状況に応じて採取

回数を多くしてウニを積極的に採取することにより、ウニの生産量を増加

させるとともに、漁場管理に資する。 

④定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 

漁協は、自営定置網の漁獲物について、これまでの実施の効果を検証し

つつ、神経抜き、血抜き等の処理、箱詰等を行い、高鮮度出荷を行なうこ

とで付加価値向上を図る。実施対象魚種については、これまでの結果を踏

まえ状況に応じて増やしていく。 

⑤サケの健苗種苗の計画的放流による漁獲量の増加 

  漁協は、震災によるサケ種苗放流数減少の影響（サケ回帰尾数の減少）

が平成 25 年度から見え始めていることを踏まえ、高度な生産技術を有する

種苗生産技術者（ふ化場経験 33 年、内 23 年ふ化場長として勤務経験）を

漁協のさけふ化場に招聘し、種苗生産技術の向上を図ることでサケ健苗種

苗を計画的に放流し、このことにより定置網のサケの漁獲量と漁獲金額の

増加を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取り組みにより、燃油経費を中心とした漁業経費を基準年から 0.1％削

減する。 

①漁業経営セーフティネット構築事業の加入促進 

漁協は漁業経営セーフティネット構築事業の加入を促進し、原油価格高

騰に備える。 

②省燃油航行の推進 

全漁業者は船底、プロペラの定期的な清掃を行い、海水の抵抗を減らす

ことで燃油の削減を図る。 
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全漁業者は減速航行（現行速度から１ノット減速）により、燃油消費量

の削減を図る。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティネット構築事業（国） 

 

 

 
 ４年目（平成 30 年度） 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取り組みにより、漁業収入を基準年から 72.9％増加させる。 

①養殖ワカメの品質向上 

ワカメ養殖業者は、省力・高効率化装置である高速撹拌塩漬装置「しお

まる君」の利用にあたり、マニュアル遵守の徹底、異物混入の恐れが少な

い資材（目の細かい網）の利用等により、塩蔵ワカメの品質向上と均質化

を図ることにより、単価向上、生産金額の増加を図る。 

②アワビの種苗放流方法の見直しによる生産量の増加 

採介藻漁業者は、岩手県の指導のもと、震災によるアワビ種苗放流の中

断の影響（アワビ資源量の減少）が危惧されることを踏まえ、これまでの

全量潜水放流の効果を検証しつつ、今年度も全量潜水放流を実施し、アワ

ビの生産量と額の更なる増加を図る。 

③ウニの資源状況の把握と資源状況に応じた漁獲の実施 

採介藻漁業者は、ウニの資源状況調査を実施し、資源状況に応じて採取

回数を多くしてウニを積極的に採取することにより、ウニの生産量を増加

させるとともに、漁場管理に資する。 

④定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 

漁協は、自営定置網の漁獲物について、これまでの実施の効果を検証し

つつ、神経抜き、血抜き等の処理、箱詰等を行い、高鮮度出荷を行なうこ

とで付加価値向上を図る。実施対象魚種については、これまでの結果を踏

まえ状況に応じて増やしていく。 

⑤サケの健苗種苗の計画的放流による漁獲量の増加 

  漁協は、震災によるサケ種苗放流数減少の影響（サケ回帰尾数の減少）

が平成 25 年度から見え始めていることを踏まえ、高度な生産技術を有する

種苗生産技術者（ふ化場経験 33 年、内 23 年ふ化場長として勤務経験）を

漁協のさけふ化場に招聘し、種苗生産技術の向上を図ることでサケ健苗種

苗を計画的に放流し、このことにより定置網のサケの漁獲量と漁獲金額の

増加を図る。 



8 
 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取り組みにより、燃油経費を中心とした漁業経費を基準年から 0.1％削

減する。 

①漁業経営セーフティネット構築事業の加入促進 

漁協は漁業経営セーフティネット構築事業の加入を促進し、原油価格高

騰に備える。 

②省燃油航行の推進 

全漁業者は船底、プロペラの定期的な清掃を行い、海水の抵抗を減らす

ことで燃油の削減を図る。 

全漁業者は減速航行（現行速度から１ノット減速）により、燃油消費量

の削減を図る。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティネット構築事業（国） 

 

 
 ５年目（平成 31 年度） 

  取組の最終年度で最終年度であり、前年度に引き続き取組を継続するとともに、目標値達成

が確実なものとなるようプランの取組の進捗状況や得られた知見等を踏まえ、必要に応じて施

策の見直しを行う。 

漁業収入向上の

ための取組 

以下の取り組みにより、漁業収入を基準年から 75.5  ％増加させる。 

①養殖ワカメの品質向上 

ワカメ養殖業者は、省力・高効率化装置である高速撹拌塩漬装置「しお

まる君」の利用にあたり、マニュアル遵守の徹底、異物混入の恐れが少な

い資材（目の細かい網）の利用等により、塩蔵ワカメの品質向上と均質化

を図ることにより、単価向上、生産金額の増加を図る。 

②アワビの種苗放流方法の見直しによる生産量の増加 

採介藻漁業者は、岩手県の指導のもと、震災によるアワビ種苗放流の中

断の影響（アワビ資源量の減少）が危惧されることを踏まえ、これまでの

全量潜水放流の効果を検証しつつ、今年度も全量潜水放流を実施し、アワ

ビの生産量と額の更なる増加を図る。 

③ウニの資源状況の把握と資源状況に応じた漁獲の実施 

採介藻漁業者は、ウニの資源状況調査を実施し、資源状況に応じて採取

回数を多くしてウニを積極的に採取することにより、ウニの生産量を増加

させるとともに、漁場管理に資する。 

④定置網漁獲物の高鮮度出荷による高付加価値化 

漁協は、自営定置網の漁獲物について、これまでの実施の効果を検証し

つつ、神経抜き、血抜き等の処理、箱詰等を行い、高鮮度出荷を行なうこ

とで付加価値向上を図る。実施対象魚種については、これまでの結果を踏
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まえ状況に応じて増やしていく。 

⑤サケの健苗種苗の計画的放流による漁獲量の増加 

漁協は、震災によるサケ種苗放流数減少の影響（サケ回帰尾数の減少）

が平成 25 年度から見え始めていることを踏まえ、高度な生産技術を有す

る種苗生産技術者（ふ化場経験 33 年、内 23 年ふ化場長として勤務経験）

を漁協のさけふ化場に招聘し、種苗生産技術の向上を図ることでサケ健苗

種苗を計画的に放流し、このことにより定置網のサケの漁獲量と漁獲金額

の増加を図る。 

漁業コスト削減

のための取組 

以下の取り組みにより、燃油経費を中心とした漁業経費を基準年から 0.1％削

減する。 

①漁業経営セーフティネット構築事業の加入促進 

漁協は漁業経営セーフティネット構築事業の加入を促進し、原油価格高

騰に備える。 

②省燃油航行の推進 

全漁業者は船底、プロペラの定期的な清掃を行い、海水の抵抗を減らす

ことで燃油の削減を図る。 

全漁業者は減速航行（現行速度から１ノット減速）により、燃油消費量

の削減を図る。 

活用する支援措

置等 

漁業経営セーフティネット構築事業（国） 

 

 
（４）関係機関との連携 

行政（田野畑村、岩手県）と連携しながら、岩手県漁業協同組合連合会やその他専門機関のアド

バイスを受けながら実施する。 

 
４ 目標 

（１）数値目標 

漁業所得の向上  ％以上 基準年 平成  年度：  漁業所得       千円 

目標年 平成  年度：  漁業所得       千円 

 

 
（２）上記の算出方法及びその妥当性 
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 ※算出の根拠及びその方法等について詳細に記載し、必要があれば資料を添付すること。 

 
５ 関連施策 

  活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

漁業経営セ－フティ

ネット構等事業（国） 

（漁業用燃油価格安

定対策事業） 

燃油高騰による漁業経費の増加に備えることにより、漁家経営の安定並

びに漁業所得の確保を図る。 

地域再生営漁活動支

援事業（県） 

あわび稚貝を購入し漁場に潜水放流することで、あわび資源の早期回復

と漁獲高の増加を図り、「浜の活力再生プラン」の目標値達成に向けた収

入の向上に寄与する。 

※関連事業には、活用を予定している国（水産庁以外を含む）、地方公共団体等の補助金・基金

等を記載。ただし、本欄への記載をもって、事業の活用を確約するものではない。 

※具体的な事業名が記載できない場合は、「事業名」は「未定」とし、「事業内容及び浜の活力 

再生プランとの関係性」のみ記載する。 

 


